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このほかシステム切替作業のため、 

3 月２日（月）から３月４日（水）新潟市立図書館は全館、臨時休館いたします。 

第95 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潟東図書館 本の福袋 2020  
 図書館員が選んだおすすめ本が２冊ずつ入っています。 

書かれたテーマを頼りに選んでください。 

子ども向けには対象年齢が記してあります。 

期間：1 月 18 日（土）から 1月 26日（日） 

 

 

 

 下記のとおり、保存期限の過ぎた雑誌を無料でさしあげます。 

お持ち帰りの冊数に上限はありませんが、入れ物は各自ご持参ください。  

 
令和 2 年 1 月（隔月発行） 

 図書館 休館する期間  岩室・潟東・西川の３館は、蔵書点検のため 

左記のとおり順次休館します。それにともない、 

休館開始日の 2 週間前から 

貸出期間が３週間となります。 

ゆっくりとご利用ください。なお、休館中も 

返却ポストへはお返しいただけます。 

（CD・DVD を除く） 

岩室 １月 22 日（水）から １月 29 日（水） 

潟東 2 月 5 日（水）から 2 月 12 日（水） 

西川 2 月 19 日（水）から 2 月 26 日（水） 

図書館 期間 （いずれも開館時間内） 場所 対象バックナンバー 

西川 2 月 27 日（木）から 3 月 8 日（日） 
閲覧室 

正面展示コーナー前 
2017 年発行号（一般向け） 

岩室 3 月 8 日（日）から 3月 22 日（日） １階 閲覧室中央 
2017 年発行号（一般向け） 

2015 年発行号（児童向け） 

としょかん博士 

本年も西蒲区の図書館をよろしくお願いします。 

開けるまでドキドキ… 

どんな本が入っているか 

お楽しみ！ 

かもんちゃん 

なくなり次第終了です。 

お早めにどうぞ。 

蔵書点検のため休館いたします 



 
 西蒲区では４つ全ての図書館でAV（視聴覚）資料を 

貸出しています。今年度新たに購入したＣＤ・ＤＶＤを 

追加しましたので、その一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新着タイトルは貸出中になっていることが多いので、 

予約サービスもご利用ください。以上にご紹介した資料は、

AV 資料取扱館（※）ならどこへでもお取り寄せできます。 

（※ 西蒲区の４館 ＋ 中央・豊栄・生涯学習センター・亀田・新津・白根・月潟・坂井輪・黒埼） 

 

 

各区のブックスタートの様子を写真におさめたパネルを展示するほか、 

これまで新潟市のブックスタートで配付した絵本も合わせてご紹介します。ぜひご覧ください。 

期間：2 月 6日（木）から 2月 18 日（火） 

場所：西川図書館 閲覧室 正面展示コーナー前  

 

  『本命 ヤング演歌～若いチカラ～』 

徳間ジャパン 2014年 

 若手演歌歌手のデビュー曲や代表曲を集めたアル

バムです。出雲崎を舞台にしたジェロの『海雪』な

ど、ヒット曲から隠れた名曲まで 18曲を収録して

います。           ＜所蔵館 岩室＞ 

『あん』 河瀬直美／監督，樹木希林／出演 

ポニーキャニオン 2016 年 

 あん作りの腕を買われ雇われた謎の老女。粒あん

が評判を呼び、どら焼き屋は一変、長蛇の列に。 

しかし、彼女は店を去ることに… 

＜所蔵館 西川＞ 

邦画 DVD 

邦楽 CD 

館内でも視聴 

できます。 

西川図書館 新着資料コーナー 

西川・岩室・潟東図書館では、しばらくの間 

本と一緒に、新着コーナーに置いています。 

巻図書館 
AV ブース 

  ～ 利用者の皆様へお願い ～ 

図書館の資料は大切にご利用ください。 

もし、本のページが切れてしまっても、 

どうぞ そのままの状態で お返しください。 

修理可能なものは、職員が専用のテープや接着剤で直します。 

セロハンテープは 

劣化の原因になるので 

貼らないでください。 × 



 
 

『サナのあかいセーター』 なりた まさこ／作・絵 ポプラ社 2002 年 

 サナの大好きなおばあちゃんが、赤いセーターを送ってくれました。さっそく

着てみましたが、ちょっと小さくてきちきちです。サナは友達と協力してひっぱ

ってみました。さてセーターは大きくなったでしょうか？ 

 愛情たっぷりの手編みのセーターは、それはそれは暖かいもの。サナを応援す

る友達の姿にも、心がほかほかしてきます。表紙のセーターの端っこを追うと、

かわいいイラストにたどり着きますので、こちらもぜひ見てください。 

                        ＜巻図書館 齋藤（千）＞ 

 

『くまって、いいにおい』 ゆもと かずみ／文 ほりかわ りまこ／絵 

 徳間書店 2000 年 

 森のおくに、いいにおいのくまが住んでいました。森の動物たちは、こま

ったことがあると、くまのふさふさした毛に顔をうずめて悩みを打ち明けま

す。すると、気持ちが落ち着いて元気になるのです。ああ「くまって、いい

におい」。 

 でも、くまは悩みを聞いてばかりがいやになり、きつねはかせが発明した、

においが消える不思議な薬を飲んでしまいます。くまは元気になれるでしょ 

うか。                     ＜潟東図書館 田中＞ 

 

  

 

『世界のホットドリンク』 プチグラパブリッシング 2005年 

 世界各地のホットドリンクにまつわるエピソードを、レシピを交えて紹介。

煎茶、コーヒー、紅茶といった身近なものから、「ゴゴリッ・モゴリッ」、 

「ゴリャチェエ・ピーヴォ」、「シャイ・アダハル」など聞きなれないものま

で、その種類は様々です。 

 寒さの厳しくなるこの時季、ホットドリンクを飲みながら一息ついてみては

いかがでしょうか。                ＜岩室図書館 山田＞ 

 

 

『キャベツ炒めに捧ぐ』 井上 荒野／著 角川春樹事務所 2011 年 

 商店街で人気のお惣菜屋「ここ家」を営む 3 人の女性。それぞれ事情を抱

えながらも、よく食べ、よく泣き、よく笑い、明るく丁寧に料理を作り続け

ます。 

 切なくとも、苦しくとも、いとおしい人生を生き抜くため。「ここ家」の

あたたかなお惣菜が元気をくれます。       ＜西川図書館 神林＞  

  

絵本 



 

 

 

としょかん博士 

岩室図書館 

シンボルマーク かもんちゃん 
たいぐるま 

リードくん 

定期事業一覧（すべて申込み不要です） 

 

西川図書館ブッククラブ 
お気に入りの本を持ち寄って、一緒にお話しませんか？ 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2 時 から 4 時 

会場：西川学習館 研修室 
 
 

西蒲区の本の森 

 

図書館 おはなしのじかん 対象 赤ちゃんタイム 

西川 

毎週火曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

乳幼児から 

毎週火曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 
毎週土曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

毎週日曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

岩室 毎週土曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

毎週土曜日 

午前 10 時 から 正午 
潟東 

第１・３土曜日 午前 11 時 から11時 30 分 

毎週土曜日   午前 11 時 30 分 から 正午 ０から２歳 

巻 
毎週金曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

乳幼児から 
毎週金曜日  

午前 10 時 から 午後 1時 第２・４日曜日 午後 2時 から2時 30 分 

  
西川図書館  

西蒲区曽根 2046 

TEL 0256-88-0001 

○開館日 

・月から木，土曜日：10 時から 19 時 

・日曜日，祝日：10 時から 17 時 

○休館日 

・毎週金曜日 

・第１水曜日（図書整理日） 

・蔵書点検期間 

・年末年始（12月 29日から 1 月 3日） 

     

岩室図書館 
西蒲区西中 889-1 

TEL 0256-82-4433 

 潟東図書館 
西蒲区三方 10 

TEL 0256-70-5141 

 

 
巻図書館 
西蒲区巻甲 4262-1 

TEL 0256-73-5066 
  

○開館日 

・火から金曜日：10時 から19 時 

・土，日曜日：10 時 から17 時 

○休館日      ・毎週月曜日   ・第１水曜日（図書整理日） 

・祝日（日曜日が祝日の場合は開館、火曜日休館 

    月曜日が祝日の場合は、月・火曜日休館） 

・蔵書点検期間   ・年末年始（12 月 29 日から 1月 3日） 

ご注意 蔵書点検期間はお休みです。（１面参照） 

1 月 18日のテーマは 

「令和元年に読んだ本」 

2 月 15日のテーマは無し（自由） 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 


